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14013 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

78 レッドゼノン 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B458－ 21：56．3 2．0�
67 モズダイキチ 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 456－ 21：56．72� 4．4�
810 メイショウクロス 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 松栄牧場 514－ 81：56．8� 3．4�
33 ヴェストリス 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太�G1レーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 504－ 41：57．86 55．3�
55 ヴ ァ ル ト 牡3鹿 56 藤岡 康太�ターフ・スポート森田 直行 日高 モリナガファーム 484－ 61：57．9� 19．9	
11 メイショウスイグン 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468－ 6 〃 ハナ 12．3

22 ビターココア 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 対馬 正 472－121：58．11 81．0�
44 サンライズシー 牡3鹿 56 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 486＋121：59．05 28．5�
66 ダイヤモンドホース 牡3鹿 56 黛 弘人大久保和夫氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 468－ 41：59．21 57．9
811 グ リ ニ カ 牡3黒鹿56 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 槇本牧場 544 ―2：00．15 62．4�
79 ナウズザタイム �3栗 56

54 △井上 敏樹武田 修氏 武井 亮 浦河 杵臼牧場 446± 02：00．84 45．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 16，772，200円 複勝： 20，191，500円 枠連： 7，915，400円
馬連： 31，267，400円 馬単： 20，050，600円 ワイド： 19，848，500円
3連複： 46，922，300円 3連単： 78，385，800円 計： 241，353，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（6－7） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 150円 �� 150円 �� 200円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，520円

票 数

単勝票数 計 167722 的中 � 64478（1番人気）
複勝票数 計 201915 的中 � 76607（1番人気）� 35705（3番人気）� 40639（2番人気）
枠連票数 計 79154 的中 （6－7） 15819（2番人気）
馬連票数 計 312674 的中 �� 60007（2番人気）
馬単票数 計 200506 的中 �� 21094（2番人気）
ワイド票数 計 198485 的中 �� 36476（1番人気）�� 33804（2番人気）�� 22051（3番人気）
3連複票数 計 469223 的中 ��� 104594（1番人気）
3連単票数 計 783858 的中 ��� 37260（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．2―13．6―13．0―13．0―13．2―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．6―51．2―1：04．2―1：17．2―1：30．4―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．1
1
3
6，10－（5，8）7，2－（4，9）3，1－11
6，10，8（5，7）（2，3）4，1，9－11

2
4
・（6，10）－（5，8）（2，7）（4，9）（1，3）＝11・（6，10）（8，7）5（2，3）－（4，1）－9－11

勝馬の
紹 介

レッドゼノン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．8．27 札幌8着

2014．4．9生 牡3黒鹿 母 ハートスプリンクル 母母 ストールンティア 4戦1勝 賞金 6，300，000円

14014 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 ヘ ル デ ィ ン 牝3青鹿54 丸山 元気金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 420± 01：13．3 2．9�

815 ドナペリドット 牝3青鹿54 石川裕紀人田� 秀郎氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 462＋ 21：14．04 29．2�
47 キョウワヒラリー 牝3鹿 54 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 486＋ 61：14．1� 15．3�
611 グマナスティ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子宮城 寛也氏 手塚 貴久 浦河 高村牧場 B434－ 81：14．2� 3．3�
46 エボニーアイボリー 牝3黒鹿54 丸田 恭介諸江 幸祐氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432－ 61：14．52 8．0	
23 シャプレドサクレ 牝3栗 54

52 △荻野 極吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 11．0

35 サンレイハリケーン 牝3栗 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 418－ 21：14．6クビ 43．9�
712 サウンドビクトリー 牝3鹿 54 中谷 雄太増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 見上牧場 504＋ 61：14．91� 5．7�
11 ペイシャパッチ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太北所 直人氏 竹内 正洋 平取 川向高橋育
成牧場 440－ 21：15．11� 162．5

713 ロイヤルルシアン 牝3芦 54
52 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 タニグチ牧場 430－10 〃 クビ 138．6�

59 トーアポリネシア 牝3鹿 54
51 ▲横山 武史高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 472－ 61：15．41� 97．8�

34 フェアウエル 牝3栗 54 黛 弘人加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 本桐牧場 406－ 2 〃 クビ 211．0�
58 ノアキャッスル 牝3鹿 54 嶋田 純次佐山 公男氏 尾形 和幸 平取 スガタ牧場 B484＋ 61：15．5クビ 72．2�
22 ノーブルムーン 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也吉木 伸彦氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム 428－ 81：16．13� 34．9�
610 モズシャティン 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 61：16．95 40．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，490，400円 複勝： 23，909，200円 枠連： 9，366，000円
馬連： 35，223，200円 馬単： 18，690，000円 ワイド： 22，420，700円
3連複： 50，420，400円 3連単： 66，910，500円 計： 244，430，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 580円 � 340円 枠 連（8－8） 3，250円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 840円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 13，160円 3 連 単 ��� 53，240円

票 数

単勝票数 計 174904 的中 � 47704（1番人気）
複勝票数 計 239092 的中 � 63640（1番人気）� 8074（7番人気）� 15569（5番人気）
枠連票数 計 93660 的中 （8－8） 2227（10番人気）
馬連票数 計 352232 的中 �� 8998（9番人気）
馬単票数 計 186900 的中 �� 3344（14番人気）
ワイド票数 計 224207 的中 �� 5371（11番人気）�� 7122（8番人気）�� 1139（39番人気）
3連複票数 計 504204 的中 ��� 2872（38番人気）
3連単票数 計 669105 的中 ��� 911（154番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―12．2―13．0―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―35．2―48．2―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．1
3 ・（12，14）（11，15）（10，8，13）7（1，3，9）（4，2，6）5 4 ・（12，14，15，13）（11，8）（10，3，9）7（4，2，1，6）－5

勝馬の
紹 介

ヘ ル デ ィ ン �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2016．10．29 京都3着

2014．3．9生 牝3青鹿 母 モエレサンタマリア 母母 ピサノガレー 6戦1勝 賞金 10，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンシャワー号

第１回 新潟競馬 第２日



14015 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 フォースライン 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：55．5 1．4�
46 トゥットベーネ 牡3鹿 56 丸田 恭介加藤 誠氏 森田 直行 浦河 駿河牧場 508＋ 21：55．82 36．0�
610 アシャカリブラ 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 516＋ 41：56．97 12．4�
58 メイショウハチク 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 460－ 21：57．0クビ 4．9�
59 マ ス ラ オ 牡3栗 56

54 △木幡 初也 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 442＋ 4 〃 クビ 11．2�

34 ティンガティンガ 牡3芦 56
55 ☆義 英真新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 450－ 41：57．74 29．2	

11 ヤクマンブルース 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子
向別牧場 根本 康広 新冠 川上牧場 446－ 61：58．65 59．7�

23 トーアアステリオス 牡3栗 56 松若 風馬高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 476－ 91：58．81� 33．0�
47 コスモフリオーソ 牡3鹿 56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 藤本ファーム 468－ 21：59．22� 181．9
611 キングスーサ 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 460－121：59．3� 246．2�
815 ロードミュートス 牡3栗 56

54 △伴 啓太 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 486－ 81：59．61� 86．1�
22 グリーンマーチ 牡3黒鹿56 西田雄一郎岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 502＋142：00．55 182．8�
35 ザンテツケン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 �川 啓一 520－ 4 〃 アタマ 58．5�
814 グリーンジャケット 牡3鹿 56 中谷 雄太
リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484－ 82：02．6大差 33．1�
713 ペイシャムーラン 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 杵臼斉藤牧場 410－ 42：04．7大差 245．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，746，100円 複勝： 74，802，600円 枠連： 10，073，100円
馬連： 32，811，200円 馬単： 25，616，200円 ワイド： 24，432，300円
3連複： 46，465，000円 3連単： 92，042，400円 計： 328，988，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 560円 � 200円 枠 連（4－7） 1，720円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 920円 �� 390円 �� 4，450円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 20，400円

票 数

単勝票数 計 227461 的中 � 125871（1番人気）
複勝票数 計 748026 的中 � 582063（1番人気）� 7208（8番人気）� 27674（3番人気）
枠連票数 計 100731 的中 （4－7） 4518（6番人気）
馬連票数 計 328112 的中 �� 11593（7番人気）
馬単票数 計 256162 的中 �� 6080（10番人気）
ワイド票数 計 244323 的中 �� 6652（9番人気）�� 17627（3番人気）�� 1292（30番人気）
3連複票数 計 464650 的中 ��� 5863（19番人気）
3連単票数 計 920424 的中 ��� 3270（58番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．2―14．0―12．6―12．2―13．0―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．0―51．0―1：03．6―1：15．8―1：28．8―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．7
1
3
15－8（1，14）（13，10）（3，9）6（4，12）7，11，5，2・（8，6）12，10（15，14）－1（3，9）4－（7，11）－（5，2）－13

2
4
15－（1，8，14）（13，10）（3，9）（4，6，12）（7，11）－（5，2）・（8，6）12－10－15（14，1，3，9）4－（7，11）－（5，2）＝13

勝馬の
紹 介

フォースライン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．12．3 阪神4着

2014．3．2生 牡3黒鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 7戦1勝 賞金 13，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリーンジャケット号・ペイシャムーラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

5月31日まで平地競走に出走できない。

14016 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第4競走 ��2，890�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：06．0良

57 ピースメーカー 牡6鹿 60 平沢 健治小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－123：09．9 3．2�

712 メリーモナーク �5鹿 60 北沢 伸也 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 462－ 83：10．0� 3．2�
814 シャイニーサンダー 牡4青鹿59 上野 翔小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 482－ 23：10．85 140．2�
46 ゴールドメダリオン �5栗 60 難波 剛健西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 452－103：11．75 9．4�
11 � ホウザンゴッド 牡5栗 60 山本 康志加藤 豊三氏 南田美知雄 むかわ 清水ファーム 488－ 63：11．8� 112．4�
58 	 サウンドターゲット 牡6鹿 60 白浜 雄造増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 478－18 〃 アタマ 16．4	
45 モンマックス 牡7鹿 60 五十嵐雄祐�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 528－ 23：11．9
 14．4

34 プレシャスムーン 牝6鹿 58 金子 光希鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 23：12．32
 80．5�
33 マ ッ ク ー ル 牡4鹿 59 浜野谷憲尚 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 492± 03：12．4
 17．6
69 マテンロウボス 牡6黒鹿60 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 466－ 43：15．0大差 5．5�
22 � ナ ポ レ オ ン 牡5栗 60 高野 和馬前迫 義幸氏 和田正一郎 新ひだか タイヘイ牧場 486＋ 43：16．49 141．9�
711 メイショウキシドウ 牡5鹿 60 草野 太郎松本 和子氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 23：18．8大差 131．3�
813 アルスマルカート 牡9栗 60 中村 将之池田 正孝氏 森田 直行 新ひだか 矢野牧場 488－10 〃 アタマ 272．5�
610	 サトノプリンシパル �7鹿 60 小坂 忠士里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida 552＋ 83：19．33 9．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，024，700円 複勝： 16，966，000円 枠連： 11，904，000円
馬連： 29，543，000円 馬単： 17，385，100円 ワイド： 19，392，400円
3連複： 45，455，600円 3連単： 66，049，000円 計： 221，719，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 150円 � 1，580円 枠 連（5－7） 370円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 190円 �� 4，870円 �� 5，160円

3 連 複 ��� 17，100円 3 連 単 ��� 48，510円

票 数

単勝票数 計 150247 的中 � 37476（1番人気）
複勝票数 計 169660 的中 � 43044（1番人気）� 31408（2番人気）� 1654（11番人気）
枠連票数 計 119040 的中 （5－7） 24437（1番人気）
馬連票数 計 295430 的中 �� 49726（1番人気）
馬単票数 計 173851 的中 �� 13612（2番人気）
ワイド票数 計 193924 的中 �� 35644（1番人気）�� 844（34番人気）�� 795（35番人気）
3連複票数 計 454556 的中 ��� 1993（48番人気）
3連単票数 計 660490 的中 ��� 987（168番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 50．2－3F 37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
8，9，12－7－5，10，6（1，14）（3，11，4）（13，2）・（8，9）（12，7）－5（6，1）－14－4－3－10＝2＝11＝13

2
�
8，9，12，7，5（6，10，1）（3，14）4－11－（13，2）・（8，9）（12，7）（6，5，1）14－4－3＝10＝2＝11－13

勝馬の
紹 介

ピースメーカー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．11．24 京都9着

2011．3．10生 牡6鹿 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 障害：9戦1勝 賞金 19，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルプロンプト号
（非抽選馬） 1頭 サムライフォンテン号



14017 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時05分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610 ホワイトファング 牡3芦 56 松若 風馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B476± 01：13．1 3．6�

814 グロワールシチー 牡3鹿 56
55 ☆義 英真 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 458－ 21：13．2� 4．8�

611 メイショウカリナン 牡3鹿 56 丸山 元気松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 B486－ 41：13．83� 16．4�
11 アーチザスカイ 牡3栗 56 荻野 琢真 �グリーンファーム中村 均 新ひだか 前田ファーム 506－ 41：13．9� 32．2�
713 ル パ ル ク 	3鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 502－ 21：14．64 11．9	
47 サンシャワー 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 448－101：14．81� 34．6

34 リボンナイト 牡3鹿 56 嶋田 純次田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 ハクツ牧場 442± 01：14．9� 103．9�
46 スマートバッカス 牡3鹿 56 北村 友一大川 徹氏 吉田 直弘 新ひだか 土田 和男 472－181：15．21� 20．6�
35 
 ライバーバード 牡3芦 56 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC 490＋ 61：15．3クビ 2．1
59 トミケンフリンク 牡3栗 56 秋山真一郎冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 原口牧場 456＋ 41：15．4� 115．1�
22 サ ン ナ イ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太新井 康司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B510＋ 21：15．82� 77．8�
815 シゲルヒョウ 牡3鹿 56

54 △木幡 初也森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 466＋ 41：16．22� 58．4�
58 トランプマジック 牡3黒鹿56 西田雄一郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 446－ 21：16．3クビ 209．8�
712 イ フ ェ メ ラ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 大平牧場 476＋ 61：17．79 184．2�
（14頭）

23 シュートザスター 牡3鹿 56 中井 裕二�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，082，300円 複勝： 26，665，500円 枠連： 10，523，300円
馬連： 42，751，300円 馬単： 23，793，200円 ワイド： 29，728，000円
3連複： 62，399，800円 3連単： 90，855，300円 計： 309，798，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 160円 � 320円 枠 連（6－8） 630円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 330円 �� 670円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 9，990円

票 数

単勝票数 差引計 230823（返還計 67） 的中 � 50420（2番人気）
複勝票数 差引計 266655（返還計 28） 的中 � 56400（2番人気）� 46872（3番人気）� 15778（5番人気）
枠連票数 差引計 105233（返還計 1 ） 的中 （6－8） 12844（3番人気）
馬連票数 差引計 427513（返還計 196） 的中 �� 47826（3番人気）
馬単票数 差引計 237932（返還計 165） 的中 �� 14212（5番人気）
ワイド票数 差引計 297280（返還計 174） 的中 �� 25730（3番人気）�� 10888（5番人気）�� 7292（10番人気）
3連複票数 差引計 623998（返還計 474） 的中 ��� 17845（7番人気）
3連単票数 差引計 908553（返還計 830） 的中 ��� 6592（22番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．5―12．2―12．5―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．9―46．1―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F39．2
3 ・（7，10）（4，5，14，15）－（11，13）1－6（2，12）－8－9 4 ・（7，10）－（4，5，15）14－（11，13）1＝6，2（12，8）－9

勝馬の
紹 介

ホワイトファング �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．8．7 新潟5着

2014．3．19生 牡3芦 母 スマートシンパシー 母母 キョウエイタイヨウ 8戦1勝 賞金 13，050，000円
〔出走取消〕 シュートザスター号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 サンシャワー号は，馬場入場時に放馬。馬体検査。発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イフェメラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月31日まで平地競走に

出走できない。
※サンシャワー号・メイショウカリナン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

14018 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

11 ア プ ト 牝3黒鹿 54
52 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－ 21：10．2 4．7�
48 ネオヴェルモット 牝3青鹿54 黛 弘人小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 424＋ 21：10．51� 5．4�
612 ベ ル ベ ル 牝3栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 396＋ 21：10．71� 10．7�
12 マナツノヨノユメ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 448－ 6 〃 アタマ 6．9�
713 キ ク ノ レ レ 牝3黒鹿54 北村 友一菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 松田 憲一 462＋ 4 〃 ハナ 39．3�
47 サンエリザベス 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 	加藤ステーブル 竹内 正洋 日高 有限会社
ケイズ 440＋ 4 〃 ハナ 32．9


36 ユトリチャン 牝3鹿 54 的場 勇人田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 406± 01：10．8クビ 7．4�
816 レッドフィエルテ 牝3鹿 54 横山 和生 	東京ホースレーシング 松永 幹夫 浦河 信岡牧場 404－101：10．9� 13．3�
24 メタルソース 牡3鹿 56

54 △荻野 極山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋181：11．32� 28．2
714 オシノイッテ 牡3栗 56

54 △木幡 初也西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 434－ 61：11．51� 21．6�
815 ブルドッグギャル 牝3青鹿 54

52 △坂井 瑠星 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 384＋ 41：11．6クビ 26．6�
35 ラガーセブンカラー 牡3鹿 56 藤岡 康太奥村 啓二氏 清水 久詞 日高 賀張三浦牧場 456－ 4 〃 クビ 37．4�
611 トミケンナプロスト 牡3鹿 56 丸山 元気冨樫 賢二氏 南田美知雄 青森 石田 英機 488＋101：11．7クビ 74．9�
59 アンチャーテッド 牡3鹿 56 石川裕紀人吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 430－ 21：12．12� 5．5�
23 ア ラ ロ ケ 牝3鹿 54 丹内 祐次�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 422 ―1：13．8大差 121．4�
510 フェアリーウイング 牝3鹿 54 古川 吉洋田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 畠山牧場 432± 01：15．410 171．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，064，700円 複勝： 25，086，500円 枠連： 12，278，800円
馬連： 35，637，200円 馬単： 17，642，000円 ワイド： 25，942，900円
3連複： 54，756，700円 3連単： 62，583，300円 計： 251，992，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 170円 � 320円 枠 連（1－4） 620円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，380円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 16，890円

票 数

単勝票数 計 180647 的中 � 30639（1番人気）
複勝票数 計 250865 的中 � 37994（2番人気）� 44144（1番人気）� 16307（7番人気）
枠連票数 計 122788 的中 （1－4） 15268（1番人気）
馬連票数 計 356372 的中 �� 25664（1番人気）
馬単票数 計 176420 的中 �� 7330（1番人気）
ワイド票数 計 259429 的中 �� 17816（1番人気）�� 4559（14番人気）�� 6756（10番人気）
3連複票数 計 547567 的中 ��� 8431（9番人気）
3連単票数 計 625833 的中 ��� 2685（20番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．2―11．6―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．3―44．9―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．9
3 11，6（1，5）（15，16）14（3，4，9）7（2，8）13，12＝10 4 11（1，6）（5，16）（3，4，9，14，15）（7，8）（2，13，12）＝10

勝馬の
紹 介

ア プ ト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 King’s Best デビュー 2016．9．18 中山5着

2014．5．1生 牝3黒鹿 母 フェリシタス 母母 Embassy 6戦1勝 賞金 8，450，000円
〔その他〕 ラガーセブンカラー号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。

アラロケ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェアリーウイング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月30日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カフジリバー号・ショウナンカグヤ号・スマートサクソン号・テイクマイチャンス号



14019 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （芝・直線）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

34 ヤマニンアタシャン 牝6鹿 55
53 △荻野 極土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 440± 0 57．1 40．3�

814 サチノクイーン 牝6鹿 55 藤岡 康太佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B482＋ 4 〃 ハナ 4．8�
59 アリエスムーン 牝6青鹿 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 440－ 4 〃 クビ 33．9�
58 コウユーココロザシ 牝5鹿 55 北村 友一加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 516＋ 6 57．2� 11．4�
610 サトノアイリ 牝4黒鹿55 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 432－ 6 57．4� 14．9�
47 � ユキノサンブライト 牝6鹿 55 西田雄一郎井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 468± 0 57．5� 56．6�
22 フ ァ ド 牝4栗 55

53 △木幡 初也 	Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 490＋ 4 57．71	 5．4


11 ショウナンマキシム 牝5鹿 55 古川 吉洋国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 440＋10 57．8� 25．5�
611 アイファーマシェリ 牝6黒鹿 55

53 △坂井 瑠星中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 B454－16 〃 ハナ 86．4�
46 ハルマッタン 牝5鹿 55 松若 風馬	G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 492＋ 4 〃 クビ 8．7
23 ラブローレル 牝5青鹿55 丹内 祐次増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 414－ 6 〃 ハナ 5．1�
35 オレンジガール 牝4鹿 55

53 △井上 敏樹樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 430－ 6 58．01 88．2�
815 シンラバンショウ 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史 	グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 428－ 2 〃 ハナ 7．5�
712� グレースシャンティ 牝4芦 55

53 △伴 啓太佐藤 良二氏 本間 忍 新冠 中地 義次 452－ 2 58．1� 11．4�
713 アッパレドンキ 牝4鹿 55 丸山 元気廣崎利洋HD	 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 422± 0 58．41� 22．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，496，800円 複勝： 30，376，500円 枠連： 19，004，900円
馬連： 45，449，500円 馬単： 23，607，600円 ワイド： 29，826，500円
3連複： 72，362，600円 3連単： 88，553，300円 計： 333，677，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，030円 複 勝 � 1，130円 � 200円 � 760円 枠 連（3－8） 4，710円

馬 連 �� 10，300円 馬 単 �� 23，830円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 6，700円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 60，570円 3 連 単 ��� 416，890円

票 数

単勝票数 計 244968 的中 � 4862（12番人気）
複勝票数 計 303765 的中 � 5991（13番人気）� 51574（1番人気）� 9165（11番人気）
枠連票数 計 190049 的中 （3－8） 3121（19番人気）
馬連票数 計 454495 的中 �� 3418（40番人気）
馬単票数 計 236076 的中 �� 743（92番人気）
ワイド票数 計 298265 的中 �� 2450（42番人気）�� 1138（64番人気）�� 2868（36番人気）
3連複票数 計 723626 的中 ��� 896（193番人気）
3連単票数 計 885533 的中 ��� 154（1211番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．9―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．4―44．6

上り4F45．1－3F34．6
勝馬の
紹 介

ヤマニンアタシャン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2014．1．13 中山5着

2011．4．6生 牝6鹿 母 ヤマニンパンテール 母母 ヤマニンアリュール 24戦2勝 賞金 30，000，000円
※出走取消馬 リュウツバメ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プリンセスオーラ号

14020 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （ダート・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

47 カレンコマンドール �4鹿 57
55 △荻野 極鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 464＋ 21：13．1 27．6�

22 サ ラ マ ン カ 牝4黒鹿55 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 506－ 41：13．31� 2．0�
814� シャインスプライト 牡4鹿 57

55 △城戸 義政布施 光章氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 530－101：13．4� 20．8�
59 � ノートルスウェ 牡4栗 57

56 ☆義 英真�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 516－12 〃 ハナ 7．2�
712 ジ ュ ン ゲ ル �4鹿 57

56 ☆加藤 祥太幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 452－141：13．5� 42．0�
46 スリーパスポート 牡4黒鹿 57

55 △井上 敏樹永井商事	 南井 克巳 むかわ 新井牧場 478－ 81：13．6クビ 17．6

11 � メイショウアバラガ 牡5鹿 57 森 一馬松本 和子氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 526± 01：13．7	 8．2�
610 トウショウスレッジ 牡4栗 57

55 △木幡 初也トウショウ産業	 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488＋ 51：13．8	 23．7�
611 サンマルスカイ 牡5鹿 57 藤懸 貴志相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 428－ 6 〃 ハナ 181．9
713 マ カ レ ア 牝4黒鹿 55

53 △坂井 瑠星 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 406－ 2 〃 クビ 12．2�
815 レジメンタル 牡5栗 57

56 ☆
島 克駿	G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 442± 01：13．9	 24．1�
23 � ホ ー ミ ー 牡4黒鹿57 嶋田 純次小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 466－ 21：14．0クビ 22．3�
58 オールパーパス �6栗 57

55 △伴 啓太前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476＋ 2 〃 クビ 89．1�

35 パーソナルブルー 牡4鹿 57
54 ▲横山 武史 	ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468± 01：14．53 24．3�
34 � マ グ レ ブ �4鹿 57

54 ▲藤田菜七子 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：14．92	 14．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，652，500円 複勝： 33，272，700円 枠連： 13，378，200円
馬連： 43，499，000円 馬単： 24，128，800円 ワイド： 30，075，800円
3連複： 64，816，400円 3連単： 86，567，700円 計： 321，391，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，760円 複 勝 � 450円 � 120円 � 480円 枠 連（2－4） 1，490円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 8，190円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 6，780円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 26，290円 3 連 単 ��� 172，420円

票 数

単勝票数 計 256525 的中 � 7413（12番人気）
複勝票数 計 332727 的中 � 13879（10番人気）� 112179（1番人気）� 12863（12番人気）
枠連票数 計 133782 的中 （2－4） 6917（7番人気）
馬連票数 計 434990 的中 �� 9166（12番人気）
馬単票数 計 241288 的中 �� 2208（24番人気）
ワイド票数 計 300758 的中 �� 6785（10番人気）�� 1100（73番人気）�� 7388（9番人気）
3連複票数 計 648164 的中 ��� 1849（90番人気）
3連単票数 計 865677 的中 ��� 364（552番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．7―12．7―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．5―47．2―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．6
3 ・（8，14）（7，13，12）－（6，9）4－（3，2）（1，11，15）（5，10） 4 ・（8，14）（7，12）13，9，6，4，2（3，11）（1，15）10－5

勝馬の
紹 介

カレンコマンドール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．10．31 京都6着

2013．5．8生 �4鹿 母 カ レ ン マ マ 母母 アズウィロー 13戦2勝 賞金 18，300，000円
〔制裁〕 サラマンカ号の騎手中井裕二は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・12番・1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チビノヴァルタン号



14021 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

810 アイルーロス 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 青森 諏訪牧場 462－ 61：56．7 53．2�
55 ライムチャン 牝4鹿 55 松若 風馬ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 470－10 〃 クビ 1．6�
22 ハヤブサプリプリ 牝4鹿 55 石川裕紀人武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 470＋141：57．01� 5．7�
77 ドゥリーミン 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 462－ 8 〃 アタマ 11．2�
78 マカワオクイーン 牝5栗 55 古川 吉洋金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 478－121：57．21� 18．1	
44 コウセイマユヒメ 牝6鹿 55

53 △木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 456－ 41：57．4� 7．0

66 � ミュークロール 牝5黒鹿 55

53 △坂井 瑠星ドラゴンヒルズホースクラブ 青木 孝文 千歳 社台ファーム B512－ 6 〃 アタマ 71．6�
33 ポ ロ ス 牝4鹿 55 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 450± 01：57．5� 83．9�
89 パヴェダイヤモンド 牝5栗 55 丸田 恭介大塚 亮一氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：58．13� 8．3
11 テ イ ア 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 418－ 4 〃 アタマ 142．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，214，900円 複勝： 57，555，300円 枠連： 8，307，800円
馬連： 33，521，100円 馬単： 25，922，500円 ワイド： 20，714，500円
3連複： 45，427，400円 3連単： 110，836，600円 計： 323，500，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，320円 複 勝 � 520円 � 110円 � 160円 枠 連（5－8） 600円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 910円 �� 2，260円 �� 240円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 47，520円

票 数

単勝票数 計 212149 的中 � 3190（7番人気）
複勝票数 計 575553 的中 � 6429（7番人気）� 429096（1番人気）� 32716（3番人気）
枠連票数 計 83078 的中 （5－8） 10609（4番人気）
馬連票数 計 335211 的中 �� 10692（7番人気）
馬単票数 計 259225 的中 �� 2149（22番人気）
ワイド票数 計 207145 的中 �� 5345（10番人気）�� 2043（20番人気）�� 26812（2番人気）
3連複票数 計 454274 的中 ��� 10466（11番人気）
3連単票数 計1108366 的中 ��� 1691（119番人気）

ハロンタイム 13．3―12．5―13．6―13．2―12．4―12．3―12．6―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．8―39．4―52．6―1：05．0―1：17．3―1：29．9―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．4
1
3
10（7，5）（4，8）（2，6，9）－3，1・（10，5）（7，8）（4，9）（2，6）（3，1）

2
4
10，5（7，8）（4，9）（2，6）－3－1
10，5（7，8）（4，9）6，2（3，1）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイルーロス �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．10．25 東京8着

2013．4．22生 牝4黒鹿 母 メジロボンベイ 母母 コロンバイト 18戦2勝 賞金 18，850，000円
［他本会外：2戦0勝］

14022 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第10競走 ��2，000�
か す が や ま

春 日 山 特 別
発走14時40分 （芝・左・外）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

66 ルックトゥワイス 牡4鹿 57 北村 友一飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 432＋ 21：58．6 2．9�
88 ジュンファイトクン 牡5栗 57 松若 風馬河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 448± 01：59．66 4．9�
89 マコトクラダリング 牝4鹿 55 高田 潤�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：59．81� 13．1�
77 ヒメタチバナ 牝4黒鹿55 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 470＋ 2 〃 クビ 2．5�
44 コスモプロテア 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 21：59．9クビ 8．6	
11 カミノライデン �4鹿 57 西田雄一郎村上 正喜氏 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 438± 02：00．21	 47．1

55 ビクトリーミノル 牡5栗 57 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 2 〃 クビ 40．0�
33 シンボリラパス 牡4栗 57 中谷 雄太シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B482－ 62：01．69 22．5�
22 クールジョーカー 牡6黒鹿57 川須 栄彦小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 454＋ 42：01．81
 26．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，481，700円 複勝： 23，893，600円 枠連： 10，466，100円
馬連： 48，088，900円 馬単： 28，763，700円 ワイド： 25，291，300円
3連複： 60，623，000円 3連単： 135，117，500円 計： 357，725，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 160円 � 280円 枠 連（6－8） 520円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 300円 �� 680円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 10，420円

票 数

単勝票数 計 254817 的中 � 69081（2番人気）
複勝票数 計 238936 的中 � 55486（2番人気）� 38863（3番人気）� 16970（5番人気）
枠連票数 計 104661 的中 （6－8） 15391（3番人気）
馬連票数 計 480889 的中 �� 58503（2番人気）
馬単票数 計 287637 的中 �� 19007（4番人気）
ワイド票数 計 252913 的中 �� 24276（3番人気）�� 9072（8番人気）�� 6803（9番人気）
3連複票数 計 606230 的中 ��� 14942（9番人気）
3連単票数 計1351175 的中 ��� 9393（29番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．0―11．4―12．1―12．3―12．5―12．0―11．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．4―45．8―57．9―1：10．2―1：22．7―1：34．7―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．9
3 3－2，4，8，7，9（1，6）－5 4 3－（2，4）8（7，9）－（1，6）－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルックトゥワイス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Alzao デビュー 2016．2．21 東京6着

2013．4．2生 牡4鹿 母 エスユーエフシー 母母 Familiar 5戦2勝 賞金 19，701，000円
〔制裁〕 ヒメタチバナ号の騎手丸田恭介は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。



14023 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第11競走 ��
��1，600�

たにがわだけ

谷川岳ステークス
発走15時20分 （芝・左・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

46 ウインガニオン 牡5黒鹿56 坂井 瑠星�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 490－ 21：34．4 32．5�
34 ダノンリバティ 牡5鹿 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 530＋ 4 〃 クビ 4．9�
711 アルバタックス 牡7栗 56 丸山 元気 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 508＋ 81：34．5クビ 14．5�
610 プロフェット 牡4鹿 57 秋山真一郎 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：34．6	 4．7�
69 ミュゼエイリアン 
5鹿 56 木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 474－ 61：34．7	 16．7	
45 メドウラーク 牡6鹿 56 中谷 雄太吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 502－ 6 〃 ハナ 29．7

813 ヒーズインラブ 牡4鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：34．91� 3．9�
58 ピークトラム 牡6黒鹿58 石川裕紀人吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498－ 41：35．0� 22．7�
57 マイネルラフレシア 牡4栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 41：35．21�＋ハナ 21．0
33 タガノブルグ 牡6鹿 56 丸田 恭介八木 秀之氏 島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－ 2 （降着） 47．8�
814� シベリアンスパーブ 牡8鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 516＋ 4 〃 クビ 92．3�
22 レプランシュ 牡4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460± 01：35．3クビ 25．4�
11 ロイカバード 牡4黒鹿56 古川 吉洋寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456－ 61：35．61� 5．5�
712 ライズトゥフェイム 牡7鹿 56 荻野 極 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：35．81� 20．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 56，584，700円 複勝： 74，297，600円 枠連： 38，930，000円
馬連： 191，661，000円 馬単： 77，966，800円 ワイド： 85，457，600円
3連複： 275，633，700円 3連単： 372，592，400円 計： 1，173，123，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 940円 � 210円 � 460円 枠 連（3－4） 4，320円

馬 連 �� 12，510円 馬 単 �� 24，940円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 7，340円 �� 950円

3 連 複 ��� 38，220円 3 連 単 ��� 304，190円

票 数

単勝票数 計 565847 的中 � 13895（12番人気）
複勝票数 計 742976 的中 � 17753（12番人気）� 110907（3番人気）� 40143（5番人気）
枠連票数 計 389300 的中 （3－4） 6972（20番人気）
馬連票数 計1916610 的中 �� 11864（40番人気）
馬単票数 計 779668 的中 �� 2344（80番人気）
ワイド票数 計 854576 的中 �� 6153（43番人気）�� 2920（70番人気）�� 24051（8番人気）
3連複票数 計2756337 的中 ��� 5408（128番人気）
3連単票数 計3725924 的中 ��� 888（865番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．1―12．1―11．8―11．8―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．0―48．1―59．9―1：11．7―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．5
3 6，8（4，9）11，5，10，1，2（3，14）（7，13）12 4 6，8（4，9）（5，11）10－1，2（3，14）7，13，12

勝馬の
紹 介

ウインガニオン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー 2014．10．26 京都3着

2012．4．8生 牡5黒鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ 20戦6勝 賞金 86，079，000円
〔降着〕 タガノブルグ号は，9位〔タイム1分35秒2，着差1�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「マイネルラフレシア」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため10着に降
着。（その他被害馬：13番）。

〔制裁〕 タガノブルグ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年5月6日から平成29年5月
14日まで騎乗停止。（被害馬：7番・13番）

14024 4月30日 晴 良 （29新潟1）第2日 第12競走 ��
��1，400�

ご せ ん

五 泉 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

48 アイリーグレイ 牝5芦 55 丹内 祐次前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B470－ 41：21．0 6．0�
510 ダノンブライト 牡5青鹿57 松若 風馬�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470－ 61：21．1� 4．0�
59 ス ノ ー マ ン 牡4鹿 57 丸田 恭介永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 496± 0 〃 クビ 7．6�
47 ヴ ェ ネ ト 牡5鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 01：21．2クビ 2．5�
12 マコトルーメン 牡4鹿 57 古川 吉洋�ディアマント 北出 成人 様似 出口 繁夫 484－121：21．41� 75．5	
35 レッドマジュール 牝5青鹿55 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 クビ 20．4

24 ダイワプロパー 牝5栗 55 川須 栄彦大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 496－ 81：21．61	 9．8�
714 メイショウカクオビ 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 492－ 81：21．7� 49．1�
815
 プロタゴニスト 牡6鹿 57 平野 優佐久間拓士氏 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 21：21．91	 81．9
713
 ツインフルムーン 牝4黒鹿55 丸山 元気小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 川越ファーム 454－ 1 〃 クビ 63．0�
816 カ ジ ノ ブ ギ 牝4鹿 55 中井 裕二 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 17．6�
11 エスジープログレス 牡5栗 57 坂井 瑠星竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 482－ 61：22．0クビ 45．8�
611
 クラウンロベルト 牡5青鹿57 横山 和生矢野 恭裕氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 438－ 41：22．21� 159．9�
23 
 パ レ ー ド 牝4鹿 55 秋山真一郎下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 454＋ 61：22．83� 101．0�
612
 スイートイデアル 牝5栃栗55 伴 啓太和田 啓子氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 450＋ 81：23．33 211．4�
36 セレッソプリマベラ 牝4栗 55 加藤 祥太三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 436－ 81：23．93� 173．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，344，800円 複勝： 53，482，600円 枠連： 28，693，300円
馬連： 100，501，200円 馬単： 46，897，300円 ワイド： 53，659，000円
3連複： 131，985，100円 3連単： 204，741，900円 計： 663，305，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 160円 � 240円 枠 連（4－5） 250円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 410円 �� 840円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 14，250円

票 数

単勝票数 計 433448 的中 � 57757（3番人気）
複勝票数 計 534826 的中 � 72909（3番人気）� 95706（2番人気）� 51327（4番人気）
枠連票数 計 286933 的中 （4－5） 85869（1番人気）
馬連票数 計1005012 的中 �� 61197（4番人気）
馬単票数 計 468973 的中 �� 12591（10番人気）
ワイド票数 計 536590 的中 �� 35634（3番人気）�� 15572（8番人気）�� 25171（5番人気）
3連複票数 計1319851 的中 ��� 36336（7番人気）
3連単票数 計2047419 的中 ��� 10416（37番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．5―11．4―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．9―45．4―56．8―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．6
3 8，13（4，11）（7，10，16）1（3，9）（6，5）（2，14）15，12 4 8，13（11，10）（4，7，16）9（1，3）（5，2）（6，14）15，12

勝馬の
紹 介

アイリーグレイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．6．8 東京12着

2012．5．23生 牝5芦 母 ジョリブロンド 母母 ブラッシングブロンド 23戦2勝 賞金 33，503，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ダノンブライト号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年5月6日から平成29年5月

7日まで騎乗停止。（被害馬：7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サバイバルポケット号・フリームーヴメント号

３レース目



（29新潟1）第2日 4月30日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

189，080，000円
2，530，000円
13，600，000円
1，520，000円
20，880，000円
62，583，000円
5，026，800円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
309，955，800円
460，499，600円
180，840，900円
669，954，000円
350，463，800円
386，789，500円
957，268，000円
1，455，235，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，771，007，300円

総入場人員 18，502名 （有料入場人員 16，701名）
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